
八戸市美術館コレクション　（立体）

《彫刻》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

聖ベロニカ 舟越保武 1978 ブロンズ 25.7×28.6×35.5

原の城 舟越保武 1971 ブロンズ 14.2×12.0×42.0

笛吹き少年 舟越保武 1964 ブロンズ 11.0×10.0×40.0

ダミアンの手 舟越保武 1977 ブロンズ 17.0×10.0×26.5

ちえこ 舟越保武 1948 ブロンズ 15.0×17.0×20.0

聖クララ 舟越保武 1981 ブロンズ 25.0×50.0×48.0

聖マリア・マグダレナ 舟越保武 1984 ブロンズ 32.0×50.0×48.0

石川啄木 舟越保武 1965 ブロンズ 18.0×25.0×30.0

婦人像 舟越保武 1985 ブロンズ 44.0×28.0×45.5

《陶芸》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

塩釉唐津鉢 ゲルト・クナッパー 不詳 陶器 径18.5、高15.3

鉄釉鳥文鉢 バーナード・リーチ 不詳 陶器 31.0×30.7×10.8

黒釉彫文花瓶 バーナード・リーチ 不詳 陶器 15.8×13.2×31.2

黒釉櫛目文花瓶 バーナード・リーチ 不詳 陶器 胴径14.8、高29.2

灰釉ピッチャー バーナード・リーチ 不詳 陶器 20.0×17.5×25.1

青瓷花瓶 上田恒次 1960 磁器 胴径16.3、高19.1

鉄砂地筒描流水文楕円皿 上田恒次 1965 陶器 W29.5、D38.5、H4.0

辰砂窯変扁壷 上田恒次 1965 陶器 11.0×7.0×16.0

蓋物練上鶉手 上田恒次 1970 陶器 径19.0、高9.0

盒子練上鶉手 上田恒次 1970 陶器 14.3×10.0×9.6

鶉手水滴 上田恒次 1972 陶器 径7.5、高3.9

呉須刷毛目扁壷 上田恒次 1973 陶器 20.0×8.0×17.5

竹図皿 河井寛次郎 1921 陶器 径26.0、高2.6

練上花瓶 河井寛次郎 1943 陶器 13.5×10.2×20.3

灰釉押文亀甲鉢 河井武一 不詳 陶器 径39.3、高7.0

魚文角花生 金城次郎 1970 陶器 19.0×17.0×16.0

三彩嘉瓶 金城次郎 1970 陶器 径17.0、H33.0

イッチン魚文花瓶 金城次郎 1970 陶器 径17.5、H26.0

草文角瓶 金城次郎 1970 陶器 9.0×9.0×16.0

掛分筒花瓶 金城次郎 1971 陶器 径14.0、H29.0

地釉象嵌唐草文大皿 島岡達三 不詳 陶器 径56.5、高13.5



《陶芸》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

打刷毛目皿 島岡達三 不詳 陶器 径41.8、高10.5

地釉象嵌縄文壷 島岡達三 不詳 陶器 径33.1、高30.9

灰釉象嵌唐草文壷 島岡達三 不詳 陶器 径19.4、高26.5

窯変象嵌縄文壷 島岡達三 不詳 陶器 胴径19.8、高23.0

地釉象嵌木理文壷 島岡達三 不詳 陶器 幅22.6、高22.2

地釉流文角皿 島岡達三 不詳 陶器 23.0×23.0×5.1

地釉木理文大鉢 島岡達三 不詳 陶器 径38.5、高9.6

スリップ文皿 島岡達三 不詳 陶器 径30.4、高5.8

灰被象嵌縄文四耳壷 島岡達三 1990 陶器 径39.0、H35.0

地釉象嵌縄文壷 島岡達三 1991 陶器 24.0×24.0×24.0

呉須釉象嵌縄文皿 島岡達三 1992 陶器 31.5×31.5×6.3

窯変象嵌縄文壷 島岡達三 1992 陶器 23.0×23.0×26.5

象嵌飾皿 島岡達三 1970 陶器 径32.2、高7.0

白磁鎬手壷 瀧田項一 不詳 磁器 胴径22.2、高20.2

白磁壷 瀧田項一 不詳 磁器 胴径22.2、高24.6

白磁面取瓶子 瀧田項一 不詳 磁器 17.5×17.5×28.5

白磁壷 瀧田項一 不詳 磁器 24.0×24.0×24.0

赤絵花鳥文角鉢 瀧田項一 不詳 磁器 16.2×24.9×4.5

白磁面取瓶子 瀧田項一 不詳 磁器 17.5×17.5×28.5

上絵更紗文隅切皿 瀧田項一 1990 磁器 径30.0、H3.5

赤絵唐草文壷 瀧田項一 1990 磁器 径20.0、H20.5

上絵魚文隅切皿 瀧田項一 1990 磁器 径30.0、H3.5

赤絵丸文深鉢 瀧田項一 1991 磁器 径31.0、H16.0

染付笹文大壷 瀧田項一 1991 磁器 径29.0、H31.0

上絵双魚文食籠 瀧田項一 1991 磁器 径19.5、H12.0

押文多彩大鉢 武内晴二郎 不詳 陶器 径53.5、高16.5

押文黒釉大鉢 武内晴二郎 1973 陶器 径49.0、H9.0

白釉柳文大皿 浜田篤也 不詳 陶器 48.7×48.7×10.5

柿釉櫛目文水注 濱田晋作 不詳 陶器 17.5×13.5×23.0

塩釉面取水注 濱田晋作 不詳 陶器 19.5×14.0×17.5

掛合釉鉄絵大鉢 濱田晋作 1989 陶器 径56.5、H12.0

黒釉錆筒描大鉢 濱田晋作 1989 陶器 径56.5、H13.5

掛合釉扁壷 濱田晋作 1989 陶器 20.5×12.9×25.5

掛合釉耳付花瓶 濱田晋作 1990 陶器 29.0×29.0×29.0

柿釉面取赤絵花瓶 濱田晋作 1990 陶器 胴径27.0、高23.0

掛合釉切込花瓶 濱田晋作 1990 陶器 径16.0、H31.0



《陶芸》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

糠釉緑鉄砂花瓶 濱田晋作 1991 陶器 胴径31.6、高30.8

柿釉抜絵角瓶 濱田庄司 1950 陶器 9.7×9.7×21.3

赤絵角皿 濱田庄司 1960 陶器 20.4×20.4×4.2

赤絵六角鉢 濱田庄司 不詳 陶器 21.5×19.5×6.5

鉄鉛釉押文大鉢 船木研児 不詳 陶器 38.7×38.7×9.0

白釉藁描大鉢 船木研児 不詳 陶器 59.0×36.0×8.3

鉄鉛釉藁描手付壷 船木研児 不詳 陶器 27.5×27.5×27.9

淡鉄釉掛分蓋物 船木研児 不詳 陶器 19.5×16.8×19.8

三彩釉魚文皿 船木研児 不詳 陶器 22.0×22.0×4.0

白釉鉄十字文鉢 船木研児 不詳 陶器 23.1×23.1×10.7

白釉鳥文鉢 船木研児 不詳 陶器 16.8×16.8×5.9

白釉押文角瓶 船木研児 不詳 陶器 10.8×10.8×29.0

《ガラス》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

浸食 石橋忠三郎 1991 ｶﾞﾗｽ 48.5×25.0

しぶき氷（青） 石橋忠三郎 1993 ｶﾞﾗｽ 10.0×70.0×60.0

しぶき氷（透明） 石橋忠三郎 1994 ｶﾞﾗｽ 10.0×70.0×60.0

波しぶき　しぶき氷（早春） 石橋忠三郎 1994 ｶﾞﾗｽ 50.0×50.0×8.0

現代人　Ｘ線 石橋忠三郎 1996 ｶﾞﾗｽ 60.0×35.5×8.5

The Earth　－地球 石橋忠三郎 1990 ｶﾞﾗｽ 29.0×29.0×46.0

マーク 石橋忠三郎 1996 ｶﾞﾗｽ 55.0×9.0×61.0

《木竹工》

作品名 作家名 制作年 材質 大きさ

千篠盛籃「穹」 飯塚小かん斎 1970 竹 57.5×56.0×8.5

欅造盛器 川北浩彦 1996 欅 径42.5、H10.7

拭漆欅文机 黒田辰秋 欅 91.4×37.0×30.0

欅刳抜ニ稜短冊筥 小竹孝 1994 欅 40.5×10.8×10.8

煤竹五角花籃 近藤興斎 1996 竹 径25.5、H35.0

栃拭漆文机 藤嵜一政 1996 栃 45.5×110.0×34.0

欅拭漆輪華盤 村山明 1994 欅 45.5×46.3×4.5

桑杢造八稜箱 脇坂春斎 1995 桑 径26.1、高13.8


